
No 中国語 ピンイン 日本語

1 纵 zòng 縦の。南北⽅向の。⾶び上がる。たとえ〜でも。
2 纵向 zòngxiàng 縦⽅向の。上下⽅向の。南北⽅向の。
3 竖 shù 縦⽅向の。まっすぐに立てる。
4 直 zhí 縦の。まっすぐだ。素直だ。まっすぐ伸ばす。まっすぐに。ずっと。

5 横 héng 横。東⻄⽅向の。横にする。乱暴に。
6 横向 héngxiàng ⽔平⽅向の。横向きの。東⻄の⽅向。
7 斜 xié 斜めの。傾いている。
8 倾斜 qīngxié 傾いている。傾斜している。片寄る。重視する。
9 歪 wāi ゆがんでいる。横になって休む。正しくない。
10 歪斜 wāixié 傾いている。曲がっている。
11 高 gāo 高さ。高さが高い。等級が上。声が大きい。
12 高度 gāodù 高さ。高度。
13 高低 gāodī 高さ。高低。優劣。節度。
14 ⻓ cháng ⻑さ。⻑い。
15 ⻓度 chángdù ⻑さ。
16 ⻓短 chángduǎn ⻑さ。命にかかわるまさかのこと。是非。優劣。
17 ⻓短儿 chángduǎnr ⻑さ。
18 宽 kuān 幅。面積や幅が広い。ゆるくする。寛大だ。ゆとりがある。

19 宽度 kuāndù 幅。広さ。
20 宽窄 kuānzhǎi 幅。広さ。
21 横宽 héngkuān 間口。
22 幅 fú 布地の幅。書画などを書いた細⻑い布や紙。
23 幅儿 fúr 布地の幅。
24 幅面 fúmiàn 織物の幅。
25 幅度 fúdù 変動の幅。振れ幅。
26 进深 jìnshēn 空間の奥行き。
27 纵深 zòngshēn 縦⽅向の深さ。
28 深 shēn 深さ。深い。深く。時間がたっている。親密だ。色が濃い。

29 深度 shēndù 深さ。認識や仕事の奥深さ。さらに発展する程度。度が強い。

30 深浅 shēnqiǎn 深さ。分別。
31 铅直 qiānzhí 垂直だ。
32 垂直 chuízhí 垂直の。
33 ⽔平 shuǐpíng ⽔平の。⽔準。レベル。
34 垂直⽅向 chuízhí fāngxiàng 垂直⽅向。
35 竖直⽅向 shù zhí fāngxiàng 縦⽅向。上下⽅向。
36 ⽔平⽅向 shuǐpíng fāngxiàng ⽔平⽅向。横⽅向。
37 斜⽅向 xié fāngxiàng 斜め⽅向。
38 倾斜⽅向 qīngxié fāngxiàng 斜め⽅向。
39 斜⽅位 xié fāngwèi 斜め⽅位。
40 ⻓, 宽, 高 cháng, kuān, gāo ⻑さ、幅、高さ。縦、横、高さ。
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41 有十米高 yǒu shí mǐ gāo １０メートルの高さがある。
42 ⻜行高度约一万三千米 fēixíng gāodù yuē yī wàn sānqiān mǐ ⾶行高度約１万３千メートル。
43 高约一米 gāo yuē yī mǐ 約１メートルの高さ。
44 ⻓约三厘米多 cháng yuē sān límǐ duō ⻑さ約３センチほど。
45 ⻓达一百米 chángdá yībǎi mǐ ⻑さ１００メートルに及ぶ。
46 ⻓度有一公里 chángdù yǒu yī gōnglǐ ⻑さ１キロメートルある。
47 有五米宽 yǒu wǔ mǐ kuān ５メートルの幅がある。
48 宽六十厘米, 进深三十厘米 kuān liùshí límǐ, jìnshēn sānshí límǐ 幅６０センチ、奥行き３０センチ。
49 这屋子直里有九米, 横里有六米 zhè wūzi zhí li yǒu jiǔ mǐ, héng li yǒu liù mǐ この部屋の縦は９メートル、横は６メートルある。
50 竖着排列 shù zhe páiliè 縦に並べる。縦に並ぶ。
51 竖向排列 shùxiàng páiliè 縦に並べる。縦に並ぶ。
52 横着排列 héng zhe páiliè 横に並べる。横に並ぶ。
53 横向排列 héngxiàng páiliè 横に並べる。横に並ぶ。
54 并排 bìngpái 横一列に並ぶ。横に並ぶ。
55 竖排 shùpái 縦に並ぶ。縦組み。
56 纵排 zòngpái 縦に並ぶ。縦組み。
57 横排 héngpái 横に並ぶ。横組み。
58 斜着排列 xié zhe páiliè 斜めに並ぶ。
59 斜向排列 xiéxiàng páiliè 斜めに並ぶ。
60 竖写 shùxiě 縦書き。
61 横写 héngxiě 横書き。
62 横格的信纸 hénggé de xìnzhǐ 横書きの便箋(びんせん)。
63 竖格 shùgé 縦じま。
64 横格 hénggé 横じま。
65 纵线 zòngxiàn 縦の線。
66 竖线 shùxiàn 縦の線。
67 横线 héngxiàn 横の線。
68 斜线 xiéxiàn 斜めの線。
69 纵横 zònghéng 縦横の。自由奔放だ。縦横無尽に突き進む。
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